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黄檗ランタン
フェスティバル
（＠宇治市）

観光庁事業「地域独自の観光資源を活用した地域の稼げる看板商品の創出事業」の実施

日本三禅宗の一つ黄檗宗の大本山「萬福寺ランタン」ナイトコンテンツ事業

黄檗ランタンフェスティバル 令和４年10月28日(金)～30日(日)
集客状況（有料入場・大人：2,500円、中高校生：1,000円、小学生以下無料）
計：927名（大人894名、中高校生33名）（３日間）
黄檗文化・普茶料理体験プランプログラム参加状況
（大人：9,800円、中高校生：8,300円、小学生以下：7,300円）
計：78名（大人76名、中高校生１名、小学生１名）（３日間）

国宝・石清水八幡宮「祭祀と直会（なおらい）」によるユニークベニュー事業

国宝石清水八幡宮 直会(NAORAI)～温故知新の宴～ 令和４年12月15日(木) 参加者19名
今年最後の非公開祭祀「月次祭」への特別参加と、国宝石清水八幡宮本殿での直会
～日本で最古の「宴」をされた御祭神を祀る石清水八幡宮で体験する特別な時間～
国宝・本殿で行われる祭祀の特別鑑賞と、史実の通り神前に捧げた神酒、
神饌を本殿の空間で頂く貴重な体験を提供。

国宝石清水八幡宮 直会(NAORAI)～神人和楽の宴～ 令和４年12月17日(土) 参加者６名
「直会」は神事の際に神前に供えたお食事を、参加者一同でいただき
「神様と一緒に飲食する儀式」のこと。自然の恵みを無事に皆で得られることに
感謝して食事を捧げ、それを神様とともに食べることで、一体感と神聖な力に
あずかることを信じてきた日本の祈り、食文化の原点。伊勢の神宮と並び称されてきた、
神仏習合の聖地石清水八幡宮にて神様へ御神饌を供えるお祭りと、御神饌を神様と
一緒に召し上がる「直会（なおらい）」を体験。

人々をつなぐ京阪奈（けいはんな）ラボ＆リサーチで遊ぼう事業

けいはんなモニターツアー
＜第１弾＞令和４年８月22日(月) 参加者：13名
福寿園CHA遊学パーク→けいはんなプラザホテル（昼食）→地球環境産業技術研究機構（RITE）→けいはんな記念公園
＜第２弾＞令和４年９月28日(水) 参加者：20名
けいはんなロボット技術センター(KICK内)→日本料理木津川（昼食）→国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構→
きっづ科学館ふぉとん→旧奈良監獄
＜第３弾＞令和５年１月13日(金)～14日(土) 参加者：11名

1日目 同志社大学京田辺キャンパス（学食にてランチ）＝A班：国会図書館関西館/B班：大和ハウス工業総合研究所＝
けいはんなプラザホテル（ツアー造成のネタ探し/おりん演奏）けいはんなプラザホテル（泊）

２日目 ホテル＝華やぎ観光農園（いちご狩り）＝中井製茶場（昼からお茶の勉強）

せいか祭りプラスで遊ぼう 令和４年11月20日(日)
会場：ＫＩＣＫ、けいはんな記念公園

大阪関西万博での誘客、
教育旅行の誘致のために
商品造成

ナイトタイムの商品造成で滞在時間の延長を図る

特別な場所で、
特別な体験価値
を創造



ツアー

和束茶とハーブのフレーバーティ
＆石けんづくり体験
（京都きづ川アクティビティキャンペーン）
（相楽東部「ひと・企業」
誘致促進協議会委託事業）

令和４年10月29日(土)、30日(日)、
11月26日(土)、27日(日)

場所：てらす和豆香
参加者：計53名
（大人33名、小人20名）

笠置山雲海めぐりツアー
（京都きづ川アクティビティキャンペーン）
（相楽東部「ひと・企業」誘致促進協議会委託事業）

令和４年10月８日(土)、22日(土)
参加者：計23名（大人15名、小人8名）

笠置山パワースポットめぐりツアー
（京都きづ川アクティビティキャンペーン）
（相楽東部「ひと・企業」誘致促進協議会委託事業）

令和４年10月１日(土)、15日(土)
参加者：計10名（大人7名、小人3名）

枚方発！
枚方市立旧田中家鋳物民俗資料館と
お茶の郷（和束・木津川）日帰りの旅

令和４年10月26日(水)
行先：
旧田中家鋳物民俗資料館
石寺茶畑
岩船寺
石仏めぐり（岩船寺～浄瑠璃寺）
浄瑠璃寺
参加者：28名

留学生と地域の交流事業
（留学生スタディ京都ネットワーク委託事業）

令和４年12月10日(土)
交流地域：南山城村
行先：
農産物直売所、
農村婦人の家、
原木しいたけ栽培場
参加者：24名
（出身国：中国10、香港２、スリランカ２、ベトナム２、マレーシア１、

インド１、台湾１、イタリア１、ネパール１、イギリス１、
タイ１、ベトナム１）

原木しいたけ”旬”をまるごと
体感ツアー2022 in 南山城村
（相楽東部「ひと・企業」誘致促進協議会委託事業）

令和４年12月3日(土)
参加者：計13名
（大人10名、
小人3名）

観光ループバス運行（周遊バスの運行実現に向けた支援・バスツアー支援）

お茶の京都 木津川古寺巡礼バス

運行期間：４月２日～７月３日、11月の土、日、祝
運行経路：ＪＲ奈良駅西口～近鉄奈良駅～浄瑠璃寺～岩船寺～ＪＲ加茂駅西口～岡崎（海住山寺最寄り）
乗降者数：8,852名

お茶の京都 宇治やんたんライナー・やんたんライナーコネクト

「やんたんライナーコネクト」
運行期間：７月16日(土)～９月４日(日)の土、日、祝
運行経路：維中前～禅定寺～猿丸神社、 維中前～茶屋村、 維中前～湯屋谷（やんたん前）
乗降者数：531名
「宇治やんたんライナー、やんたんライナーコネクト」
運行期間：10月８日(土)～12月11日(日)の土、日、祝
運行経路（やんたんライナー）：

JR宇治駅～京阪宇治～黄檗公園（萬福寺前）～平等院（南門前）～郷之口（宇治茶の郷前）～維中前～宇治田原郵便局前～湯屋谷（やんたん前）

運行経路（コネクト）：維中前～禅定寺～猿丸神社、 維中前～茶屋村
乗降者数：1,853名

点在する観光資源の周遊性を高め、更なる誘客につなげることを目指した２次交通対策。
周遊観光を促進し、エリア内での滞在時間の増加による観光消費額の拡大を目指す。



人材育成

販売促進

第17回地方銀行フードセレクション出展
（お茶の京都エリアの商工会等通じて出展社募集）

データベース商談会
令和４年10月３日～令和５年３月31日
出展社：

(株)辻富（八幡市）、(株)林屋久太郎商店（宇治市）、
(有)中井製茶場（和束町）
リアル商談会＠東京ビッグサイト
令和４年10月12日、13日
出展社：

(合)紅々葉（城陽市）、
(有)中井製茶場（和束町）
来場者数：計5,152人（２日間）

ゼスト御池
ジングル★ウィークマーケット出店

京都市御池地下街河原町広場でのお茶の京都ＰＲ、ワゴン販売
（お茶の京都エリアの商工会等通じて出店者募集
平成29年から6回目の出店）

令和４年12月15日(木)～25日(日)11日間（12:00～19:00）
出店者：
京銘茶茶游堂（宇治市）、
グリーンハ～モニー（精華町）、
笠置まちづくり(株)（笠置町）、
紅々葉（城陽市）、
chico硝子意匠（宇治田原町）、
MINORI工房（井手町）

同志社女子大学社会システム学科
・お茶の京都DMO連携企画

「宇治市宇治川右岸に周遊観光拡大させるための 解決策提案」
講義（＠同志社女子大学京田辺キャンパス）
令和４年12月７日(水)11:00～
講師：宇治市観光振興課職員
「宇治川右岸の観光資源、取組状況、課題」
→フィールドワークで検証
受講人数：21人

フィールドワーク
令和４年12月18日(日)10:00～13:00
講師：宇治市観光振興課職員
行程：茶づな、源氏タウン銘店会、

興聖寺、宇治神社、宇治上神社、
源氏物語ミュージアム

参加人数：19人

京都産業大学文化学部（中野教授）
フィールドワーク

令和４年５月21日(土)
「宇治市エリアの課題、
宇治川東岸の集客おける問題点」
行先：宝蔵院、萬福寺、匠の館
参加人数：４年生７人

令和４年10月29日(土)
行先：宗円交遊庵やんたん、

永谷宗円生家
参加人数：２年生14人、

４年生３人

大学との連携

笠置町飛鳥路ガイド養成講座
（相楽東部「ひと・企業」誘致促進協議会委託事業）

令和３年開催の「笠置山雲海巡りツアーガイド研修」に
続き、笠置町内で活動を行うガイドとして本講座を通じ
て笠置町飛鳥路の文化・歴史・自然を活かし、技術を
習得してもらい、今後の笠置町内の観光ガイドとして
活躍をしていただける人材の養成を支援。

令和４年11月５日(土)
場所：笠置町飛鳥路地区
講師：京都府文化財保護指導委員（笠置町在住）
参加者：７名

第７回お茶の京都エリア
地域ガイド育成講座【上級編】

令和２、３年度実施の地域ガイド講座【中級編】【上級編】
参加者を対象に、ガイド技術の更なる向上を目指し、実
践を通じて案内スキルアップを目指す。

講師：若村 亮 氏（株式会社らくたび代表取締役）
【第１回：講習】令和４年９月７日（水）
会場：京田辺市商工会館

京田辺市内（一休寺、薪神社、棚倉孫神社）
参加者：７名
【第２回：練習】令和４年９月21日（水）
会場：京田辺市内
（一休寺、薪神社、棚倉孫神社）
参加者：７名
【第３回：実践モニターツアー】
令和４年10月１日（土）
会場：京田辺市内
（一休寺、薪神社、棚倉孫神社）
参加者：18名
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「フォロー」や「いいね！」をお願いします。Kyoto Tea Countryお茶の京都DMO 
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脇 博一
鈴木 貴典
栗山 晃司
青木 真也
福森 浩幸
湯本 光
立石 麻優美
辰馬 佳司
二宮 彬
村田 收
石堂 拓人
前田 隆男

第76回全国お茶まつり京都大会
「宇治茶の魅力発信イベント」

令和４年11月19日(土)、20日(日)
会場：茶づな（メイン会場）、宇治公園（サブ会場）
９年ぶりに京都で開催された第76回全国お茶まつり京都

大会の実行委員会に参画。宇治公園会場で、「お茶の京
都エリア」を総合的にPR。
来場者数：計約20,000人（茶づな、宇治公園2日間）

日本旅行Ｔｉｓ大阪支店「行こう！
お茶の京都」コーナー設置

令和４年11月１日(火)～11月30日(水)
場所：ＪＲ大阪駅中央改札前日本旅行Ｔｉｓ大阪支店内
お茶の京都コーナー設置
（ポスター、パンフレット掲出）

日本遺産フェスティバルin関門

令和４年10月29日(土)、30日(日)
会場：海峡メッセ下関 ほか
お茶の京都及び
日本茶800年の歴史散歩のＰＲ、
来場者へお茶の試飲、
淹れ方体験実施 等
来場者数：
延べ38,000人（うち協議会・スタッフ数延べ1,500人）

伊勢丹浦和店「京都展」でお茶の京都ＰＲ

令和４年10月12日(水)～17日(月)
会場：伊勢丹浦和店 7階催物場
観光案内ブースでお茶の京都ＰＲ
10月15日(土)、16日(日)に催物場で
4,320円以上お買い上げの方に
宇治茶ティーバッグ進呈
（お茶の京都DMO提供）

中信ビジネスフェア2022

令和４年10月12日(水)、13日(木)
会場：京都パルスプラザ
出展企業・団体や来場者に
お茶の京都エリアをＰＲ
出展企業・団体：322社
来場者数：計約7,700人（2日間）

ツーリズムＥＸＰＯジャパン（ＴＥＪ）２０２２
（ＶＪＴＭ合同開催）

令和４年９月22日（木）～25日（日）
会場：東京ビッグサイト
お茶の京都エリア参加市町村：
宇治市、八幡市、京田辺市、木津川市
期間来場者数：約１２２千人
商談件数：ＴＥＪ３８社、ＶＪＴＭ３１社

都会を出て暮らそうよBEYOND TOKYO
（BSテレ東）

＜久御山町＞
【地域ロケ】令和４年11月16日(水)～21日(月)
ロックファーム京都、黄金の茶室、阪田製茶場、
義定刃物、京都機械工具ほか
【スタジオ収録】令和４年11月30日(水)
スタジオゲストとして信貴町長出演
放送日：令和５年１月18日(水) 22時～22時55分

BSテレ東（BS７チャンネル）

「いいとこみぃ～つけた。
お茶の京都ぶらり旅」Youtube配信

・八幡市編①～③ ・南山城村編①～③
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